
令和３年度 南砺市福祉有償運送等運営協議会（文書審議） 

 

１． 文書審議事項 

議案第１号 令和３年度 事業実績について P1  

議案第２号 送迎サービス事業の最終年度について P2  

議案第 3 号 南砺市福祉有償運送等運営協議会設置要綱廃止について P3-6  

 

 



送迎サービス現況報告（令和4年1月31日現在）

１　送迎サービスについて

サービス内容

利用対象者

行き先

運行時間

運休日

運転者

利用の予約

利用回数

利用料
(片道単位)

２　現在の運行状況

項目

車両台数

利用登録者
（R3年度新規)

実利用者数

主な行き先

運転ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ
登録者数

１１名

職員登録者数 １０名

運転ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ
活動者数

稼動日数

利用件数
(片道単位)

社会福祉法人南砺市社会福祉会協議会

高齢又は身体に障がいがあり外出が困難な方を対象に、車椅子に乗ったまま
乗り降りできる福祉車両を運行し、医療機関への送迎を行う。

南砺市在住の在宅の方で、日常生活に車椅子を利用している方で、座位を保てる
比較的健康な方。
ただし、原則として要介護度が3以下であり、サービス利用時は付き添い者が必
要。

主に南砺市及び砺波市内の医療機関

午前９時～午後４時

毎週土日、祝日、お盆(８月１４日～１６日)
年末年始(１２月２９日～１月３日）

運転ボランティアとして南砺市ボランティアセンターに登録し、免許取得後
３年以上の運転経験がある方。活動期間は満74歳を迎えた年度末まで。
(一種免許の方は認定講習受講が必要)

利用申請書を提出し利用決定通知を受けた後(利用者として登録後)、利用希
望日の１週間前までに利用の予約をする。

原則１週間あたり１回程度。

　　～ 5km未満　　500円　 5km～10km未満　1,000円
10km～15km未満　1,400円　15km～20km未満  1,700円
20km～25km未満　2,000円　25km～30km未満　2,300円

令和4年1月31日現在

城端事業所 福野事業所 合計

１台 １台 ２台

５名
（内０名）

８名
（内１名）

１３名
（内１名）

１名 ５名 ６名

南砺中央病院
市内開業医

南砺市民病院
南砺家庭・地域医療センター

市内開業医

５名
（内３名は平・上平・利賀）

６名
計２１名

２名 ４名 ６名

６日 ２９日 ３５日

１１件 ５９件 ７０件

自宅から医療機関
までの直線距離
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議案第１号 令和３年度　事業実績について 



社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会

送迎サービス事業の終了について

合併後、南砺市全体で実施してきた送迎サービス事業は、運転ボランティアのおかげで安全に運行され、多くの利用者に喜ばれてまいりました。

近年は利用者が減少し、新しい運転ボランティアの確保も難しく、この現状をどのようにすべきか平成28年度から検討を続けてきました。

市内の全ケアマネジャーへアンケートを実施したところ、利用者が少ない理由として、福祉車両をもつ家庭や訪問診療が増えたことが考えられました。

このことを踏まえて検討を重ねた結果、令和3年度をもって送迎サービスを終了する結論に至りました。

送迎サービス運行状況の推移

項目 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度
R4.1.31
現在

車両台数 5台 6台 7台 8台 8台 8台 8台 8台 8台 5台 5台 3台 3台 3台 3台 2台 2台

利用登録者 27人 32人 26人 27人 27人 26人 16人 13人 13人

実利用者数 80人 68人 55人 54人 47人 41人 32人 27人 20人 17人 15人 16人 15人 16人 13人 8人 6人

運転ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ
登録者数

32人 36人 48人 45人 47人 38人 44人 42人 35人 31人 28人 26人 23人 17人 17人 16人 11人

運転ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ
活動者数

21人 16人 17人 15人 14人 13人 9人 6人 6人

稼動日数 418日 405日 396日 412日 377日 286日 248日 213日 158日 95日 88日 87日 77日 65日 71日 39日 35日

利用件数
(片道単位)

1436件 1015件 962件 907件 801件 593件 479件 362件 281件 188件 178件 174件 153件 131件 145件 78件 70件

福祉有償運送の登録 更新登録 更新登録

利用者の状況について

人数

1名

5名

許可 更新登録 更新登録 更新登録

令和4年1月31日

一人暮らし
（成年後見を利用）

世帯

家族同居

城端事業所の利用者

福野事業所の利用者

年代

70代

70代2名
80代1名
90代2名

行先

南砺中央病院
市内開業医院

南砺市民病院
南砺家庭･地域医療センター

市内開業医院
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議案第２号 送迎サービス事業の最終年度について 



 

    南砺市福祉有償運送等運営協議会設置要綱の廃止について 

 

 南砺市福祉有償運送等運営協議会設置要綱（平成１８年南砺市告示第３号）は、令

和４年３月３１日限り、廃止する。 

  

 （令和４年度から南砺市における福祉有償運送の実施事業者がいないため、運営協

議会を廃止するもの。再度事業者が事業を開始された場合は、同じく運営協議会の要

綱を再度設ける。） 
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議案第３号 南砺市福祉有償運送運営協議会設置要綱廃止について



○南砺市福祉有償運送等運営協議会設置要綱 

平成１８年２月８日 

告示第３号 

改正 平成２０年３月２８日告示第６３号 

平成２７年１２月１６日告示第２１９号 

平成２８年３月１８日告示第９８号 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）の規定に基

づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、住民の福祉の向上及び公共の福祉

の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収

受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議

するため、南砺市福祉有償運送等運営協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

（１）法第７９条の規定により、福祉有償運送の登録（法第７９条の６第１項の規

定による有効期間の更新の登録及び法第７９条の７第１項の規定による変更登録

を含む。）を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関

する事項 

（２）法第７９条の１２第１項第４号の規定による合意の解除に関する事項 

（３）協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し

協議会が必要と認める事項 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）行政機関の職員 

（２）北陸信越運輸局富山運輸支局長又はその指名する職員 

（３）有償運送の利用者の代表 

（４）地域住民の代表 

（５）ボランティア団体の代表 
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（６）市内の交通機関及び運転者が組織する団体の代表 

（７）一般旅客自動車運送事業者及びその事業者が組織する団体の代表 

（８）福祉有償運送実施団体の代表 

（９）その他市長が必要と認める者 

３ 市長は、協議会の説明員として運送主体の代表者を協議会に参加させることがで

きるものとする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合には議長の決すると

ころによる。 

（守秘義務） 

第７条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。 

（協議結果の取扱い） 

第８条 関係者は、協議会において協議が調った事項について、その結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、地域包括医療ケア部福祉課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が
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協議会に諮って定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日告示第６３号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１６日告示第２１９号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１８日告示第９８号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 
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R2.4.1～R4.3.31

役　　職 氏   名 区　　分 備　　考

北陸信越運輸局富山運輸支局
輸送・監査部門　首席運輸企画専門官 鴻 島 　純

北陸信越運輸局富山運輸支局
長又はその指名する職員

福光タクシー株式会社
代表取締役

武 田　隆 啓 交通機関の代表

全国自動車交通労働組合
富山地方連合会　執行委員長

石 橋　　剛 運転者が組織する団体の代表

砺波地区タクシー協議会長
となみ観光交通㈱ 代表取締役社長

余 西　　孝
一般旅客自動車運送事業者及び
その事業者が組織する団体の代表

福祉有償運送の利用者代表 年 代　美 智 代 有償運送の利用者代表

南砺市地域づくり協議会連合会会長 松 本　久 介

南砺市身体障害者協会会長 玉 井　順 一

城端地域運転ボランティア代表 川 端　信 一 運転ボランティアグループ代表

福野地域運転ボランティア代表 斉 藤　清 志 運転ボランティアグループ代表

社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会会長

中 山　繁 實 福祉有償運送実施団体の代表

南砺市地域包括医療ケア部部長 井 口　一 彦 行政機関の職員

南砺市総合政策部政策推進課長 　石 﨑　　修　 その他市長が必要と認める者 地元公共交通担当課長

南砺市福祉有償運送等運営協議会委員名簿

市内の交通機関及び運転者
が組織する団体の代表

地域住民の代表

ボランティアの団体代表 

事務局　福祉課社会福祉係


